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□ 
 

司  会  ⼭﨑 勝司君 
開会点鐘  ⻄澤 ⽂登君 
ビジター (定時受付) 
 ・上⽥ RC ⼩⼭秀典君 北村修⼀君 
      丸⼭正⼀君 ⽯森周⼀君 
      ⾦⼦良夫君 酒井善雄君 
 ・丸⼦ RC 内堀敏⾼君 掛川浩邦君 
 ・上⽥東 RC           ⽥村吉宏君 
 ・上⽥⻄ RC           ⾦井賢⼀君 
ゲスト  
 ・上⽥ RC  事務局 宮沢由美⼦様 
 ・丸⼦ RC  事務局 久保⼭礼⼦様 
 ・上⽥東 RC 事務局 中村恵美⼦様 
 ・上⽥⻄ RC 事務局 中⼭ ⾹苗様 
 ・東御 RC  事務局 吉池美佐⼦様 
 ・笠原⼀洋君令夫⼈ 笠原世為⼦様 
 ・⼭⽥ 豊君令夫⼈ ⼭⽥ 正⼦様 
 ・飯島俊勝君令夫⼈ 飯島 京⼦様 
 ・杉⼭ 裕君令夫⼈ 杉⼭ 恵⼦様 
 ・横沢 正君令夫⼈ 横沢 ⼀枝様 
 ・中澤信敏君令夫⼈ 中澤まゆみ様 
       ⻑⼥    綾乃さん 
       次⼥    ⾥咲さん 
       ⻑男    宏亮くん 
 ・⿅志村恭彦君令夫⼈ ⿅志村由佳様 
      ⻑⼥    光ちゃん

⻄澤 ⽂登君 
 今宵は当クラブの夜間忘年例会です。ゲ
ストの皆様、ご家族の皆様、ようこそお越し
くださいました。⼗分楽しんでください。 
 第 256 世天台座主・半⽥孝淳師がお亡く
なりになったそうです。98 歳でいらしたそ
うで、まさに天寿を全うされた観がありま
す。いつも我々に下さったあの優しい笑顔
と、つい元気になってしまうあの⼤きなお
声が聞こえなくなってしまうことはまこと
に残念です。反戦・反核・平和を貫かれた⽅
でした。 
 私は⾼校時代、新聞班という所に属して
いました。⽣徒⾃治会からいだく予算はた
しか 3 万円位で新聞を 2 回発⾏すれば終わ
ってしまいます。それを頑張って年 10 回発
⾏しました。新聞を⽣徒の皆さんや学校職
員に販売し、また市内の商店などの広告を
掲載し⽣計を⽴てたのです。ですから広告
取りは⼤変⼤事な仕事でした。主に 1 年⽣
が担当していたように思います。私が 2 年
⽣の時、新聞班に可愛らしい 1 年⽣の⼥の
⼦ 3 ⼈が⼊って来ました。その⼀⼈が半⽥
孝淳師のお嬢さん純⼦さんでした。広告取
りは 2 ⼈でコンビを組みます。純⼦さんは
荒井祐⼆（裕司）君とコンビを組みました。
荒井君は前に⼀度当クラブでゲストとして
スピーチをしていただきましたが、旧東塩
⽥⼩学校の校舎でさくら国際⾼校（上⽥煌
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桜学園）を開設した⽅です。彼は⼩さな学習
塾から始めて今やいくつもの学校を経営し
ています。ちなみにその時の新聞班の班⻑
は弁護⼠から現在最⾼裁判所判事となって
活躍中の⼭浦善樹君でした。そのような多
彩な仲間が薄暗い⼩さな部室に⼀緒にいた
のですから不思議な感じがいたします。ま
ことに不謹慎な話ですが、半⽥孝淳師の訃
報から昔のことを思い出しました。 
 いよいよ来年 1 ⽉ 10 ⽇から NHK ⼤河ド
ラマ「真⽥丸」の放映が開始されます。多分
第 3 話あたりかと思いますが室賀正武とい
う⼈物が登場します。演じるのは⻄村雅彦
さんです。室賀正武という⼈物は私の⽣ま
れ故郷・室賀の豪族でかなり強かったらし
いです。最初は真⽥昌幸と同じように武⽥
滅亡後は次々と主君を変えますが、最後は
徳川⽅につきます。謀略渦巻く中、最終的に
は昌幸に謀殺されるのですが、三⾕幸喜さ
んがどのように描くのか楽しみです。毎回
ドラマが終了した後に必ず物語の舞台とな
った所の紹介がありますが、室賀も紹介し
ていただけるようで、実は先⽇室賀⽒の菩
提寺・前松寺に「真⽥丸」のディレクターが
打ち合わせに⾒えました。付近の史跡など
を私が案内いたしました。⼭城の笹洞城（さ
さぼらじょう）を案内している時私は⾜を
滑らせて⾕に落ち、右肩を少し傷めてしま
しましたが、幸い軽傷で済みました。昔は野
⼭を⾃由⾃在に⾛り回っていたのですが、
今はそうもいきません。⼼しなければいけ
ないなと反省しております。 
 来年は「真⽥丸」が放送されます。また私
達の上⽥六⽂銭クラブは創⽴ 20 周年を迎
えます。きっと記念すべき年になることで
しょう。いい年にしましょう！ 

横沢  正君 
1．RI より 
  ・⼊会候補者情報プログラムのご案内 
  ・1 ⽉「職業奉仕⽉間」リソースのご案内 
2．バギオ基⾦寄付のお願い・・個⼈単位でお願 
  いします。 

恵送 
1．上⽥⻄ RC 様・桐⽣⾚城 RC 様・・会報  
全会員配布物 
1．当クラブ会報 第 871 号 
その他 
1．下半期会費の⼝座引落しは 1/10・11 ⽇が

⽇曜祝⽇のため、1/12 予定しています。 
2．1/13 新春合同新年会は現地集合 
3．事務局年末年始休暇 12/25〜1/5 まで 

 

柄澤  堯君 
ベース ⽋席 メイク 出 席 率

本 ⽇ 23 3 － 86.96％
前々回 23 5 2 86.96％

宮沢由美⼦様 本⽇はお招きいただきあり
がとうございます。 

久保⼭礼⼦様 本⽇はお世話になります。 
       宜しくお願い致します。 
中村恵美⼦様 いつもお世話になっており

ます。本⽇はお招きいただ
きありがとうございます。 

中⼭ ⾹苗様 お世話になります。 
吉池美佐⼦様 お招きいただきありがとう

ございます。皆様と⼀緒に
楽しみたいと思います。 

⻄澤 ⽂登君 今夜はゲストの皆様ようこ
そお越しくださいました。 

⻄澤 尚夫君 忘年例会おめでとう。あま
り忘れたい事が無かった１
年でした。 

⽔野 泰雄君 各ロータリー事務局の皆様、
ようこそ♪ 

⼭崎 芳雄君 楽しくやりましょう！ 
中澤 信敏君 家族でお世話になります。 
⿅志村恭彦君 楽しませて頂きます。 

飯島 俊勝君 笠原 ⼀洋君
柄澤  堯君 北村 久⽂君
松澤 ⼀志君 宮原 宏⼀君
中沢利樹男君 ⽣川 秀樹君
⽥中 栄⼀君 ⼭⽥  豊君
⼭﨑 勝司君  
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『年忘れ家族夜間例会』 
 

 
  

 堀内実智代コンサート 
ビンゴゲーム 
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信州の歴史余話 

               信州の南北戦争 ②     ⻄澤 ⽂登 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（インターネット画像） 
 明治 4 年（1871）明治政府は藩を改めて県としました。すなわち廃藩置県です。既
に県となっていた⻑野県と伊那県の他に飯⼭県、須坂県、松代県、上⽥県、⼩諸県、岩
村⽥県、松本県、⾼島県、⾼遠県、飯⽥県、それに名古屋県と椎⾕県、合計 14 県が誕
⽣したわけです。4 ヶ⽉後の同年 11 ⽉ 20 ⽇、政府はこれらを⻑野県と筑摩県に合併
させます。東北信を⻑野県に統⼀、中南信の県に⾶騨の⾼⼭県を加えて筑摩県としまし
た。筑摩県の県庁は松本に置き松本城の旧⼆ノ丸御殿を県庁舎とします。また飯⽥に飯
⽥⽀庁、⾼⼭に⾶騨⽀庁が置かれました。⻑野県と筑摩県の⼈⼝と⽯⾼はほぼ同じだっ
たといわれます。それぞれ維新の改⾰を急速に進めました。 
 ところがその 5 年後の明治 9 年（1876）6 ⽉ 19 ⽇、松本城⼆の丸御殿が⽕災とな
り焼失してしまいました。19 ⽇未明に発⽣したといいますが原因は不明、⼀説には放
⽕ということです。折から府県の統合政策を進めていた明治政府はあっさり筑摩県を廃
⽌してしまいます。⾶騨を岐⾩県に、中南信を⻑野県に併合してしまったのです。県庁
は⻑野に統合されました。これが現在まで続く⻑野県の形となりました。筑摩県の⼈達
はこれを良しとするはずがありません。元々信濃国だったのだから⼀つの県に統合され
ることは仕⽅ないことであっても、県庁は北のはずれの⻑野でなく松本に置かれるべき
だという意⾒です。御殿の⽕災は中南信の⼈達にとって以来⼤変不便をすることになる
元凶となってしまったわけです。 
 松本を中⼼とする中南信の⼈達は政治の中⼼が⻑野に奪われた形になり、チャンスが
あればこれを奪還しようと思うのは⾃然の形です。これ以後移庁分県運動が繰り返し⾏
われることになります。⼀⽅で施設の誘致合戦やまた運動の懐柔策も打たれます。今は
ありませんが当時郡⻑制度というのがありました。運動のリーダーを分散させようとそ
の郡⻑に南信出⾝の議員を多く任命したという話が伝わります。タコ⾜⼤学といわれる
信州⼤学の学部の所在地を⾒ると懐柔策の⼀端が⾒えるようです。旧制⾼等学校は松本
にありました。⽇本銀⾏は今でも松本にあります。これも名残りではないでしょうか。
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